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はじめに
データセンタに影響を及ぼす問題の1つに、サーバやスイッチなどのコンピュータ関連機器における冷却
効率性が挙げられます。データセンタ内における冷気の働きは、空調設備や物理レイヤーの効率的な配置に
よって決定します。一般的な二重床構造の建物では冷気は床下を流れており、パンチング仕様のタイルから
冷気を排気し、コンピュータ機器を冷却しています。
しかし、ある調査によると、データセンタにおける冷却容量の60％が、冷気が機器に供給されないまま、排気
されていることが確認されています。この“バイパス空気”の原因には、パンチング仕様のタイルや空調設備
の誤配置、キャビネットやラック真下にある床下配線のために設けた穴を完全に密閉していないことなどが
挙げられます。このバイパス空気が二重床冷却システムの効率を下げ、ネットワークのダウンタイムを増加
させる可能性があります。
このホワイトペーパーでは、
ケーブル保護ブーツによって二重床を切り抜いたスペースをどの
ように密閉するか、またそれによってデータセンタの冷却効率がどのように改善するかを実証します。
密閉効率を高めることによって、最大冷却効率を実現し、ネットワークの稼働時間の最大化をサポートし、優
れたケーブル管理を 実現可能です。また、測定可能な形でエネルギー消費を減らすことが出来るという点に
おいて、
ケーブル保護ブーツはグリーンデータセンタソリューションにとって、確実かつ効率的な
製品といえます。

データセンタエアフローの最適化
冷却システムは、データセンタ信頼性や総所有コスト(TCO)にとって非常に重要です。従ってこのシステムは、
合理的なコストで満足な性能を維持するために、慎重な設計や継続的な管理が必要となります。冷却シス
テムの構成部品には、コンピュータルーム空調機器(CRAC/CRAH)や冷却装置、コンデンサ、二重床、配管、
ポンプ、あるいは天井設置型の冷却機器などが含まれます。
二重床は、冷気の分配やデータセンタ内の配線管理、室内の外観向上に用いられます。CRAHユニットは、
二重床下に冷気を分配し、パンチング仕様のタイルから室内空間に広げます。コンピュータルームは、TIA942やASHRAE（“Thermal Guidelines for Data Processing Environments”）に定義されているようにホット・
アイル(暖気通路)/コールド・アイル(冷気通路)の機器配列を採用します。コンピュータルーム内のサーバや
スイッチは、パンチング仕様のタイルが配置されているコールド・アイルが正面となるように搭載します。これ
により、冷気は機器のファンによってラックやキャビネット内を通して移動し、ホット・アイル側である背面に
排気されます(図1参照)。
その他の設備やIT物理レイヤコンポーネント(配管、ケーブル、電源コート等)を床下に配置することで床上の
配線スペースを最大限に利用でき、ネットワーク機器等の移動、追加や変更(MACs)にも対応できます。
標準的なデータセンタにおいて、25％開口のパンチングタイルで、スループット率が 250-340cmh の場合、
約 1kw の熱を分散できます。負荷がさらに多い場合やデータセンタの将来におけるネットワーク機器等の
増加に伴う熱負荷に対し、冷却容量を拡大するオプションとして開口率を 40-60％へ拡大、CRAH 容量の引き
上げ、冷却ユニットの追加およびエアーフローの漏れの防止などがあります。
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図1. ホット・アイル/コールド・アイル レイアウトにおけるキャビネットの配置

床下配線用の開口
ラックやキャビネット内の機器にはコードやケーブルが接続されており、架上配線経路や床下へ配線されて
います。これら大半の電源ケーブルやツイストペアケーブル、パッチコードは二重床のタイルを切り抜いた
部分を通して床下へ配線されます。
これらの切り抜いた部分を密封せず隙間が残存した場合、空気のバイパスや相当量の冷気の逃げ道の原因
となります(図2参照)。また、適切に密封されていない場合、相当量の冷気がラックやキャビネット内を通過し、
室内への冷気および暖気の気流を妨げる原因となります(図3参照)。これらエアーフローへの妨げは、冷却
コストへ影響を及ぼし、熱の影響でメンテナンス・修理・交換を必要とする機器のアップタイムが減少し、コスト
を押し上げる結果になります。

図 2.切り抜き部分を密閉しなかった場合のコスト(切り抜き部 11.5cm x 16.5cm)
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図3. 切り抜き部分が密閉されていないと、吸気部分や天井部に冷気が行き渡らず
キャビネット内を冷気が十分に通りません。

を用いたエネルギー消費の最適化
バイパス空気による不要なエネルギーコストは、以下に明記されている
を取り付けることで容易に削減できます。

ケーブル保護ブーツ

例1：二重床システムにおける有効性の最大化
新規データセンタへサーバの集約を検討している企業
・床面積：464.5㎡(二重床)
・標準キャビネット120台(1台あたり7kw)、高密度キャビネット30台(1台あたり14kw)
・熱負荷総計：1,260kw
熱負荷を分散させるには357トンの冷却が必要となります。標準キャビネット150台には床下冷却を、高密度
キャビネット30台には更に補助冷却装置を用いることで冷却可能です。
高密度キャビネット30台には、Rear Door Heat Exchanger(冷却用背面ドア)などの水冷式局所冷却システムを
用いることによって、熱負荷の50％を取り除くことができます。残りの1台あたり7kwの熱は、従来の床下冷却
システムにより十分に分散できます(ホット・アイル/コールド・アイルレイアウト採用、二重床の高さ60-91cm、
パンチング仕様のタイル開口率25％、適切なエアーフローの経路を確保、ブランクパネル使用時)。
30トンCRAHユニットを10台用いることで、255,000-306,000cmhの冷気を床下のスペースに流し、パンチング仕
様のタイルを通して室内へ供給することが可能です。CFD(計算流体力学)によると、パンチングタイル150枚
(キャビネット1台につきパンチングタイル1枚)を配置すると、1枚あたり1,700-2,000cmhの冷気を供給でき、
1台あたりの7kwの熱を十分に冷却可能です。また床下の静圧を25Paに維持できます(表1参照)。
一定基準の圧力に達するか否かは、キャビネットの真下にある切り抜き部分が正しく密閉されているかに
左右されます。標準サーバキャビネット下の切り抜き部分は11.5cm×16.5cm四方です。高密度キャビネットの
場合は、冷水や冷媒配管スペース、またケーブル量が多くなるため、切り抜き部分はさらに増大します。この
例において150ヵ所の切り抜き部分が密閉されなかった場合、約42,000cmhの冷気(切り抜き部分1か所
あたり282cmh)がコールド・アイルをバイパスし、機器を冷却しないまま、CRAHユニットへ流れ、熱を取り除く
ことができません。これは30トンCRAHユニット1台が供給できる冷気を超える量です。
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表1.データセンタ(キャビネット150台、床面積464.5㎡)のCFD分析概要

表1の通り、切り抜き部分が密閉されていないと、床下静圧は17まで下がり、各パンチング仕様タイル1枚
あたり1,300から1,600cmhしか冷気をキャビネットの前面に供給できません。つまり、切り抜き部分が密閉
されていないと、キャビネット1台につき5-6kWしか熱を処理できないことになります。また、コールド・アイル
への不適切なエアーフローは、キャビネット上部の暖気の再循環を助長し、ラック上部に設置された機器の
吸気口の温度を上昇させる原因となります。
仮に、150ヵ所の切り抜き部分がある状態で、床下静圧を25に保ち、設計通りに熱を分散させるには、1台
あたり 約400万円のCRAHユニットを追加で2台、またCRAHユニットを稼働させるのに必要な維持費が年間
1台あたり約45万円の追加コストが発生します。CRAHユニットの耐用年数である18年で資本コストに換算した
場合、CRAHユニット2台だけで、年間当たり約140万円の経費がかかります(表2参照)。冷却が不適切な場合、
ネットワーク機器の維持や交換に費用がかかるため、この額はさらに増額する可能性もあります。

オプション

冷却効果

費用効果

切り抜き部を密閉しない

•非効率なバイパスエアーフローの発生
•要求された十分なエアーフローがキャビ
ネットに供給不可
• 7kW熱を分散できるCRAHを用いても56kWしか分散できない

•光熱費：エアーフローのバイパス
により年間約70万円
• 機器の早期故障のリスク増大

切り抜き部を密閉しない
CRAHユニットを2台追加

•非効率なバイパスエアーフローの発生
•要求された十分なエアーフローがキャビ
ネットに供給可能

•資本コスト：年間45万円
•光熱費：年間92万円
•エアーフローのバイパスにより
約70万円の浪費

切り抜き部を密閉する

•バイパスするエアーフローを排除
•要求された十分なエアーフローがキャビ
ネットに供給可能

•一度のわずかな投資のみ
(ケーブル保護ブーツの採用)

表2. 二重床の有効性を最大化するオプション(切り抜き部150ヵ所、床面積464.5㎡)
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例 2: 冷却システムの電力消費最適化
データセンタの管理者が、二重床の冷却システムの効率性の分析、およびシステムの電力消費の最適化を
依頼されました。
・床面積：464.5㎡(二重床)
・標準キャビネット150台
・CRAH12台(キャビネット1台につき7kW消費)
この事例において切り抜き部分が密閉されていない場合、CRAH のエアーフローの多く(16％以上)が切り抜き
部分から無駄に排出されてしまいます。このエアーフローを供給するためには多くの電気料が必要です。
標準的な CRAH ユニットの送風機は、28,000cmh の冷気を供給するのに 7,500W の電力を消費します
(100cmh あたり約 27W)。電力使用料の平均が 1kW 使用の場合 1 時間あたり 7 円であるのに対し、エアー
フローのバイパスによる費用は年間 100cmh あたり約 1,650 円になり、年間約 90 万円の浪費となります
(CRAH 12 台×16％×28,000cmh×1,650 円/100cmh)。
この無駄を無くす第一の手段として、コンピュータルーム内における床の切り抜き部分を密閉する方法があり
ます。150ヵ所全ての切り抜き部分を密閉することで、2台のCRAHユニットの稼働を停止してもなお、適切な
エアーフローおよび冷却容量を確保できます。床下のエアーフローが適切に確保され、残りのCRAHの冷水
コイルが冷却設備に十分な熱を運ぶのに十分な容量があれば、年間約90万円(年間維持費45万×2台)の
節約となります。
第二の手段はさらに節約が可能ですが、CRAHユニットの送風機に変速ファンが取り付けられていることが
前提となります。床に切り抜き部分が多いほど、必要な空気圧を確保するためにCRAHユニットの送風機は、
稼働率が上昇し、負担増となります。しかし切り抜き部分を密閉すれば、床下の静圧が増加し、空気のバイ
パスは正常な状態に戻ることで送風機のファンの稼働率が下がります(約16％)。ファンの消費電力はファンの
稼働スピードの3乗に比例するので、ファンスピードの減少は42％の電力消費を抑える結果となります。これを
CRAH 12台全てに適用した場合、年間約230万円の節約となります(12×42％×46万/CRAH 1台)。

効果的なソリューションの特徴
完全なデータセンタソリューションを遂行するにあたり、切り抜き部を密閉することが不可欠であることが
分かりました。ブランクパネルや排気用ダクトといったデバイスと併せて導入することで、サーバやスイッチに
冷気を供給し、室内のエアーフローを最適化します。密閉する方法として、ブラシでエアーフローを管理する
タイプのグロメット(図4参照)から、ケーブルを囲み、床の切り抜き部を密閉するタイプの
ケー
ブル保護ブーツまで様々なタイプがあります。

図4. ブラシタイプのグロメット：
ケーブルの束によりブラシが移動し、隙間が
できることで密閉効果が減少します。
また、時間とともにブラシはたわみ、劣化、
切断する可能性があります。
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ブラシ式のグロメットは、ケーブルがない場合や、ケーブルが中心に最適に設置されている場合にのみ密閉
効果が最大になるため、ケーブルの追加や移動を行った際は注意が必要となります。ケーブルが図4のように
角に設置された場合やグロメットが適切に設置されていないと、ブラシに隙間が出来、密閉率は85％程度に
なってしまいます。
CFD分析や検証結果によると、密閉率が85％の場合、51cmhの冷気がホット・アイルに流れ出ることが分かり
ました。ブラシの隙間は、キャビネット1台あたり7kWの冷却をする二重床の冷却システムの妨げとなってしま
います。
この無駄をなくすためには、さらに効率的に密閉する必要があります。例えば、同じ切り抜き部から複数の
ケーブルの束を通す場合、密閉効果を維持すると同時に、ブラシに隙間ができないよう 1 ヵ所からまとめて
ケーブルの束を通さないようにする必要があります。この方法は、ケーブルの束が太い場合やケーブルに
余裕が足りない場合、電源ケーブルとデータケーブルを同じ切り抜き部に通したいが、その中でもなるべく
離して設置したい場合などに有効です。

ソリューション：

ケーブル保護ブーツ

ケーブル保護ブーツは、ケーブルの本数や切り抜き部の配線方法に関わらず効率的に密閉
可能で、ブラシ式のグロメットやその他の密閉方法における欠点をカバーする熱対策ソリューションです。ケー
ブル保護ブーツは、ケーブル束を難燃性素材で包み、縛ることで完全に密閉する構造になっており、ケーブル
が全くない場合でも完全に密閉できます。この方法の場合、ブラシ式のグロメットに比べ床下の静圧をより
維持できます。また、ブラシ式のグロメットはケーブルを四隅に通した際、隙間が発生し空気が漏れましたが、
ケーブル保護ブーツの場合、ケーブルの束が離れていても密閉可能なため(図5)、キャビネット
内やホット・アイルに冷気がバイパスすることはありません。さらに、柔軟性のある構造のためケーブルを傷
つけることもありません。

図5.

ケーブル保護ブーツは、複数のケー
ブル束もまとめて効率的に密閉可能

ケーブル保護ブーツは、切断した床の切り抜き部にケーブルを通した際、床のエッジ部に
より、ケーブルが傷つかない構造になっています。(2005 米国電気工事規定NECの645条 5(D)(4)項では摩耗
保護が必要条件としてあげられています。)
さらに、
ケーブル保護ブーツには軟性ガスケット(ケーブル保護用グロメット)がセットになって
おり、床の切り抜き部分の周囲を保護する必要がありません。このガスケットは柔軟な素材で出来ているため、
ケーブルへ負担がかからず仕様で規定された許容曲げ範囲を維持できます。
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ケーブル保護ブーツのさらなる長所として、小さく垂直な形状のため垂直ケーブル管理
パネルの下や限られたスペースでも取り付けや調整が可能です(図 6 参照)。また、新規施工時に取り付ける
タイプに加え、既存設備への追加が容易なタイプを取りそろえています。またネジを用いて取り付けた場合、
ネジが導電経路となり、ケーブル間を冷気が通過した際に発生する静電気を床下へ除去できます。これに
より、静電気に起因したネットワーク機器の損傷のリスクを軽減できます。

図6. 垂直ケーブル管理パネルの下でも容易に設置が可能

結論:
ケーブル保護ブーツは、ラックやキャビネットと併せて使用することで、完全なデータセンタ
冷却ソリューションとして機能します。冷却システム効率を向上し、全体的なエネルギーコストを抑えることで
データセンタの稼働時間向上をサポートします。
ケーブル保護ブーツはブラシ式のグロメット
に比べ密閉効果、設置の柔軟性およびケーブル管理の点において優れています。

ＰＡＮＤＵＩＴ の理念
PANDUIT は、優れた品質のネットワークおよびエレクトリカル製品の提供を通じて、お客様のインフラの構築
を支援し、ビジネスの成功に貢献することを目指しています。
PANDUIT では、50 年以上にわたって、常にお客様のニーズに向き合い、それにお応えするべく製品や
ソリューションの開発・提供を行ってきました。グローバル売上高の 9％を研究開発に投資するなど、高い
技術力に裏打ちされた確かな品質の製品を、グローバルで一貫した供給体制およびサポート体制により
タイムリーにお届けすることで、お客様がビジネスを行う上でのインフラの構築を支援しています。
PANDUIT は、最高の品質の製品・サービスを提供することで、お客様およびパートナー企業のビジネスに
おける成功に貢献することを目指しています。
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